
２０１９年 

４月創刊号 (第 2 号) 

今月の聖句 

「すると、みなが聖霊に満たされ、

御霊が話させてくださるとおりに、

他国のことばで話しだした。」  

（新約聖書 使徒言行録） 

イースターから約一ヶ月後に来るペ

ンタコステは精霊降臨日とも言い、精霊

がキリストの予言通り現われて使徒たち

に洗礼を授けた日です。その事に感謝

し記念する礼拝をささげます。 
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２０１９年４月例会 

 

日時：2019 年 4 月 17 日（水）19:00～21：00 

会場：まちだ中央公民館 8 階 第 6 学習室 

会費：\1000 円 

受付 松井優希   司会 為我井輝忠 

点鐘         会長 太田勝人君 

ワイズソング          一 同 

ワイズの信条          一 同 

ゲストとビジター紹介     太田勝人君 

聖句朗読・感謝の祈り       諏訪治邦君  

会 食 

会員同士知り合うシリーズ 

ハッピーバースデー 

諸報告 ①ワイズ関係 ②ＹＭＣＡ関係 ③会計関係 

 

閉会点鐘        会長  太田勝人 

 

(出欠連絡 090‐2134‐2136 太田) 

 

≪４月の強調テーマ：ＬＴの解説≫ 

 

 

 巻 頭 言  

 

 去る 2/24（日）私共は“チャーターナイト”を迎え

ました。多くのクラブから、またワイズの個人から尊

い「お祝い金」を頂き、今日こうしてワイズメンとし

ての活動が始まりました。このことを忘れずに、会長

として３月は、①東京多摩みなみクラブ 、（為我井副

会長同席）、②東京クラブ、③東京むかでクラブ、④

東京世田谷クラブ、⑤東京町田コスモスクラブ（尾張

書記同席）、⑥厚木クラブ さん等のクラブ例会に参

加してそのクラブの皆さんに「お礼」を申し上げて参

りました。 

会長主題である「感謝、信頼、地固め、そして成長！」

を実践している次第です。  

私共の「町田スマイリングクラブ」の活躍を皆さん

は温かく支援して下さっていることをご報告して、

４月の巻頭言と致します。 

               会長 太田勝人 

 

 

 

ＬＴとは、Leadership Training の略で、会員の

リーダーシップ開発、向上を目的に行う研修です。

東日本区では、区主催の部役員、クラブ役員の研修 

を企画、実施しています。 

今年は３月９～１０日に一泊２日で実施しました。 

 

 

≪モットー≫ 

国際会長 Moon Sang bong 「私達は変えられる」“Yes,We Can change!” 

アジア地域会長 田中博之（東京多摩みなみ） “ACTION！” 

東日本区理事 宮内友弥（東京武蔵野多摩）「為せば成る」“No chaｌｌenge No fruit” 

東新部部長 神保伊知雄（東京むかで）「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 

クラブ会長 太田勝人 「感謝、信頼、地固め、そして成長！」 

［クラブ役員］副会長 為我井輝忠  書記 尾張日出夫  

     会 計 松井優希     担当主事 諏訪治邦 



 

≪今後の活動方針≫ 

１.町田地域での奉仕活動 

①東京町田コスモスクラブとの協働で相乗効果

を出す 

＊“ベテランティア”活動への参加 

＊“子ども科学実験教室”への参加 

＊町田市社協（玉川学園地区社協）との協働 

＊町田地域夏祭り参加、出店、募金活動 

＊町田 YMCA「市民クリスマスの集い」参加と

負担金提供 

＊「希望の凧揚げ」－3.11 を忘れない（災害支

援啓発活動） 

＊11 月“ボランティア祭り”、“マチカフェ”参加 

②その他、地域のニーズ選択、当方の体力も考え

て皆で相談 

2.ファンドづくり（Fund Raising）に力を入れて当

クラブの財政健全化を目指す 

①大島椿油・はちみつ/プロポリス の販売 

②コンサートチケット販売 

③山崎地区「グランハート、悠々の里」での“歌

の広場（仮）” 

――会員の持つ賜物を活かし、全員で支援する 

④その他全員で“知恵”を絞ってやれることをやる 

       （ 会長 太田勝人 記 ） 

 

 

≪３月例会の報告≫ 

３月 20 日(水）３月例会はまちだ中央公民館調理

実習室で開催されました。今回は会場が調理実習室

だったので予め谷口さんにご用意頂いた餃子の食

材を使って参加者が全員が捩り鉢巻き手分けして

調理や調味料の仕入れからスタートしました。約 30

分で調理が終り、食事を終えて本会に入りました。

開会の点鐘、ワイズソング、ワイズのモットーの唱

和、聖句朗読の後、本会に入りました。 

 

①尾張書記か

らブリテン創

刊号の発刊に

際してコスモ

スクラブの権

藤様からご指

導頂いた経緯

が発表された。

②チャーターナイトの会計については松井さんが

纏めた会計資料を会長から報告頂いた。 

③チャーターナイトの準備に際して会場を提供頂

いた松香様とチャーターナイトの前夜に徹夜で下

足札を作って頂いた谷口さんの母上に御礼を差上

げることになった。④万国旗・鐘・バナーは松香様

にお預かり頂いているが、今後の保管と取扱いにつ

いて協議した。⑤第二例会の必要性について会長か

ら提案があった。⑥町田地域の様々な奉仕活動に参

加し、支援することについて協議した。町田コスモ

スクラブと協働で相乗効果を高め、地域のニーズに

応えたい。⑦ファンド作りに力を入れる。等々 

【出席者】10 名：メンバー⇒太田、尾張、諏訪、

松井、竹尾、城田：ビジター⇒権藤徳彦（東京町田

コスモス）伊藤幾夫（東京多摩みなみ）江口耕一郎

（東京）堀田哲郎（厚木） 

 

『横浜つるみワイズメンズクラブの設立総会に参

加して』              城田教寛 

今回、厚木クラブ 小松会長からのお誘いを受け 

参加させていただきました。 

チャーターナイトでお世話になりました伊藤さ

ん、石田さん、谷治さんが出席されていました。 

 設立総会にもかかわらず服装が軽装の私服でバ

ッチを持参し忘れてしまいヒヤヒヤものでしたが、 

他のクラブ会員さんから「大丈夫！！」との言葉を 

いただき大変助かりました。 

 懇親会では僕の席のとなりに、北海道十勝から 

東日本区の山田理事が着席なされていまして、軽く

挨拶させていただきました。緊張しました。 

 会社組織にとらわれずに多種・多彩なみなさんと

お話しすることができとてもよかったし、 

小松会長も僕をそのようにさせるために誘った

とのことでした。 

 将来的には「クラブ会長をやってみないとね。」 

日々勉強です。よろしくお願いします。 

 

『町田コスモスワイズメンクラブの例会に出席し 

ました』            尾張日出夫 

 太田会長とご一緒に 3 月 23 日にコスモスクラブ

の例会に出席させて頂きました。これは当クラブの

設立に際し、多大なご尽力を頂いたコスモスクラブ

の皆様への御礼とご自宅の広間を会合の場として

心よくお貸し下さった松香様への謝礼をお届けす

る目的でした。同時に、私にとっては他所のワイズ

メンクラブの例会を見学する初めての経験でした。 

１．会場は市民フォーラム活動室で、18：30～20：

30 に亘って開催されました。 

２．主要な議事は以下の通りでした。 

①2019 年 7 月以降の会長を交代する事案があり



ましたが、新会長候補の方のお仕事の関係で交代

は成立しませんでした。会長交代は中々難しい課

題だと思いました。 

②現行は例会を 2 回に分けて実施しているが、こ

れを１回に集約して全会員が一堂に会するよう

にするそうです。 

③財政と会計処理内容を確認しました。 

④次期ロースター/会員名簿の校正事項について

確認されていました。 

感想：会員相互の意見交換が和気藹々と、しかし 

肝心なポイントでは遠慮なく討論するところに感

心しました。ベテランらしい議論の場を見学できた

ことが収穫でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリピンで日本語を教えて  為我井輝忠 

  

2014 年 10 月から 2016 年 11 月までの約 2 年間

フィリピン・ルソン島 (首都マニラのある同国最大

の島) のパンガシナン州ダグーパン市にあるカソ

リック系ルソン大学で日本語を教える機会を得た。 

これまで中国とスリランカで同じ体験はあった

が、フィリピンはこれまで行ったこともなく大いに

不安があった。社会や政情面の心配もあった。しか

し、いざ行ってみると想像以上にこの 2 年間は充実

していて、日本語を教えることだけでなくあらゆる

面で忘れることが出来ないことばかりであった。 

日本語を教えたのは、観光学科の学生 150 人ほど

で 1 年生から 4 年生までの 4 クラスである。 

週 8 コマ、60 分の授

業である。将来、ホテ

ルやレストラン、旅行

会社などで働くために

学んでいる学生で、ほ

とんどは初めて日本語

に接する学生ばかりで

あった。 

しかも 90%は女子学

生で、これは私には経

験したことがないこと

であった。授業はすべ

て英語で行い、ひらが

なとカタカナ、漢字は用いることはしなかった。 

テキストは『みんなの日本語』(英語版)を使い、 

将来の仕事に役立たせられるよう、挨拶や日常的な

表現など会話を中心に行った。 

彼らは日本語検定試験を受けるとか高度な日本

語を学ぶということではないので、これはちょうど

よかったと思う。 

授業だけでなく大学の行事への参加や学生との

旅行などもあり、また私の家に学生を招いてパーテ

ィを開くなど、正に充実していたと言える。 

 

 

 
 

 

 

「私は 1940年 1月愛知県豊橋市で生まれ、地元の

高校を卒業し、早稲田大学に入学しました。大学を

卒業と共に 浜松に本社を置く「ヤマハ」に入社し、

銀座にある東京支店で PR 本部で PR 活動をした後、

海外部門に配転しました。 

大学時代は、英会話の習得に向かって力点を置き、

当時あったワシントンハイツに行って話す経験が

あって、積極的に行きました。 

また 2か国語ができなければ、海外ビジネスには

必要 と感じてスペイン語を学びました。 

8年前に東京世田谷クラブにいる友人からワイズ 

 

メンズクラブのことを紹介されて入会いたしまし

た。クラブ会長、東新部会員増強事業主査、東新部

部長、東日本区国際・交流事業主任、東西日本区 20

周年記念大会での司会進行を担当いたしました。 

皆さんにお伝えしたいことは、是非とも「受け身

でなく、能動的に参加して誰かのお役に立ちたい」

気持ちを持つことが大事かと思います。 

私共は、微力ではありますが、仲間が力を合わせ

れば大きな力となります。 

これからご一緒してこの町田地域に笑顔溢れて

その活動が輪となって広がっていくよう知恵を出

し合って、参りましょう！   （太田 記） 

 

お互い知り合うシリーズ  その①“ 太田勝人さん 



 

 

YＭＣＡって何をするところ？何ができますか？なんですか？よく聞く質問です。  

数年前から全国のＹＭＣＡは、古くから親しんだ赤三形から新たなブランディングの視点に立ち、あらたなマー

クに変わりました。  

その中で、過去の赤い三角形は、ＳＰＩＲＩＴ ＭＩＮＤ ＢＯＤＹの全人的な成長を目指したものでした。  

精神は引き継ぎつつ、現在は 「みつかる・つながる・良くなってゆく」というブランドコンセプトが提唱され

わかりやすくなりました。  

赤い三角形が無くなりさみしいい！と思われる方もおられると思いますが、一般の皆さんにもわかりやすく、

ＹＭＣＡは何をしているところですか？という事にお答えできるものになっています。  

ワイズとＹＭＣＡは同じ使命をもったグループですが、共に「何かが見つかり、何かと誰かとつながり、関わ

った皆さんが良くなってゆく」事を目標に活動ができれば良いと考えています。スマイリングクラブの皆さんも、

良くなてゆく主人公に！をもって進めたら素晴らしいのではないでしょうか？  

諏訪治邦記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○例 会 日 第３水曜日 19:00～21:00 場所：まちだ中央公民館 6 階 町田市原町田 6-8 

○第 2 例会  第１土曜日 13:30～15:00  場所：まちだ中央公民館 6 階 町田市原町田 6-8 

 

東京町田スマイリングワイズメンズクラブ 

事務所：〒242-0007 神奈川県大和市中央林間  6-3-20-802 (太田勝人気付) 

          ☎ 046-278-5120 

 会費振込口座：城南信用金庫、玉川学園支店（支店番号：075 ） 

        普通預金 口座番号：155093 

        口座名義：トウキョウマチダスマイリングワイズメンクラブ 

 

ＹＭＣＡ ＮＥＷ

 

これからの予定 

①4 月 17 日（水）4 月例会 まちだ中央公民館 学習室 7

②4 月 20 (土)東新部 東新部 第 3 回評議会 ･次期クラブ役員研修会 

③5 月初旬    第二例会 日時及び会場は未定 

④5 月 15 日（水）5 月例会 まちだ中央公民館 学習室 1 

⑤6 月  1 日（土）第二例会まちだ中央公民館 学習室 6 

⑥6 月 19 日（水）6 月例会 まちだ中央公民館 学習室 7 


